
少年男子
順位

階級

ハセベ　セイナ 兵庫県 ウエクボ　ショウ 奈良県 ミヨシ　リョウタ 愛知県

アジキ　リョウヤ 山形県 ニキ　アツキ 鳥取県 マツムラ　イッキ 神奈川県

タカギ ジョウ 新潟県 タニ コウゾウ 愛媛県 カトウ ジュンヤ 東京都

ササキ ダイト 青森県 マツシタ テンマ 静岡県 イリタ リキト 熊本県

ムラタ アオイ 愛知県 カワセ カズハ 熊本県 ナカタニ イブキ 鳥取県

クハラ ユウト 佐賀県 セヅツ リクト 神奈川県 ヤマモト ソウタ 愛媛県

サイトウ キラ 京都府 ツチヤ イツキ 静岡県 シノダ リュウキ 埼玉県

カメダ ショウゴ 栃木県 カンダ コウタ 北海道 カワグチ ソラ 愛媛県

アキモト ケイスケ 青森県 フジタ アム 静岡県 ヒライ ジュンキ 宮城県

カワカミ マサキ 北海道 ダテ ユウジロウ 埼玉県 サクモト ショウリ 宮崎県

カマタ シリュウ 千葉県 ロクイ ヤマト 新潟県 ヤマダ コウタ 奈良県

コバ カイセイ 愛知県 モリ トモヒロ 福井県 キリコシ シュン 北海道

ホリタ リクシ 佐賀県 ニシクボ タクミ 神奈川県 ヒョウドウ リク 愛媛県

イチムラ ソウタ 栃木県 ヤマザキ ヒロト 奈良県 コイケ リツキ 東京都

イナバ シュン 山形県 カワバタ ヒビキ 鳥取県 トンキョウ セイゴ 愛知県

サイトウ ソウマ 新潟県 オビジアク リツキフィレモン 香川県 イノウエ シュンヤ 熊本県

成年男子
順位

階級

クニカワ トウヤ 大阪府 コメダ ダイスケ 神奈川県 カワシタ ゴウ 東京都

カミムラ タイソン 奈良県 トモト タカト 香川県 スズキ トシハル 山形県

スズキ ジョウタロウ 愛媛県 オカベ シンタロウ 群馬県 ナス セイハ 宮崎県

ハヤシダ ショウタ 和歌山県 コイケ リュウト 東京都 イワブチ ダイスケ 青森県

オカ ヒジリ 岡山県 ニシオカ レオ 東京都 サトウ フウタ 青森県

フジタ トキミツ 神奈川県 ナカヤマ ソウタ 福岡県 コヤマ リョウスケ 埼玉県

ナカサト ヒナタ 埼玉県 ウチガマエ ヨシト 山形県 カジハラ アラシ 広島県

カワカミ カイト 北海道 ワタナベ リュウダイ 群馬県 オオゼキ ジュン 栃木県

ホシ ダイジロウ 和歌山県 コモリ ユウスケ 栃木県 カネマキ コウキ 新潟県

イワイ セイヤ 福岡県 スミ リョウタ 愛知県 モリヤ リュウノスケ 愛媛県

ワキタ ユウト 宮崎県 マスダ ユウジ 新潟県 イナバ ショウ 山形県

コヤブ リキセイ 岡山県 ナカジマ テツト 三重県 ウチムラ ゲント 鹿児島県

ワダ タケヒロ 福井県 ナカゾノ ソウタ 鹿児島県 イシイ モモトキ 山形県

セイ リュウイチ 宮崎県 サイトウ ユメツグ 栃木県 スナガ ダイゴ 東京都

アマイザワ カズシ 新潟県 ニッタ リュウト 鹿児島県 タジリ シンヤ 和歌山県

オオノ タケト 北海道 ササキ ゲン 山形県 クリタ タクロウ 三重県

成年女子
順位

階級

オオサワ　レナ 埼玉県 タツキ　セイカ 福井県 オガワ　アオイ 岐阜県

シノハラ　ヒカル 東京都 ホリウチ　ミサキ 神奈川県 オゼキ　ナツミ 山形県

第７７回国民体育大会ボクシング競技会
場所：日光市大沢体育館　会期：令和４年１０月６日～１０日

【入賞者一覧】

１位 ２位 ３位 ５位

ライトフライ級
好浦 郷介 俣野 琉樹

髙木 丈 谷 晃蔵 加藤 准也

ヨシウラ キョウスケ

ピン級
定廣　征季 村上　一成

長谷部　星那 上窪　星 三芳　亮太

サダヒロ　モトキ 京都府 ムラカミ　イッセイ 宮崎県

兵庫県 マタノ リュウキ 京都府
佐々木 大斗 松下 天馬 入田 力斗

安食　諒哉 仁木　厚希 松村　一喜

バンタム級
坂井 優太 伊藤 優希

齋藤 輝来 土屋 慈騎 篠田 立輝

サカイ ユウタ

フライ級
山下 学人 熊本 風真

村田 碧 川瀬 一葉 中谷 維吹

ヤマシタ マナト 宮崎県 クマモト フウマ 兵庫県

兵庫県 イトウ ユウキ 青森県
亀田 昇吾 神田 輝大 川口 大空

久原 悠人 瀬筒 陸斗 山本 壮汰

ライトウェルター級
吉住 将丈 古賀 逸希

鎌田 士竜 六井 和 山田 幸多

ヨシズミ マサタケ

ライト級
森脇 龍星 堀江 耀斗

秋元 啓介 藤田 葵夢 平井 純粋

モリワキ リュウセイ 兵庫県 ホリエ アキト 奈良県

宮崎県 コガ イツキ 佐賀県
木場 海星 森 友宏 桐越 舜

川上 真生 伊達 勇次郎 佐久本 祥吏

ミドル級
川村 陸 Silva Yeshua

稲葉 駿 川端 響喜 頓京 正悟

カワムラ リク

ウェルター級
川村 萌斗 浜田 実來

堀田 陸志 西久保 匠 兵藤 璃空

カワムラ モエト 新潟県 ハマダ ミライ 青森県

北海道 シルバ イエシュア 栃木県
齊藤 総眞 オビジアク 律樹フィレモン 井上 舜矢

市村 奏太 山崎 尋都 小池 立騎

１位 ２位 ３位 ５位

ライトフライ級
松本 流星 金谷 成留

國川 透也 米田 大介 川下 豪

鈴木 寿治

フライ級
平塚 駿之介 田村 拓実

鈴木 丈太朗 岡部 慎太郎 奈須 征覇

ヒラツカ シュンノスケ 栃木県 タムラ タクミ

マツモト リュウセイ 三重県 カナヤ ナル 宮崎県
上村 帝尊 登本 尊大

広島県
林田 翔太 小池 竜斗 岩渕 大輔

バンタム級
政所 椋 矢野 利哉

岡 聖 西岡 伶英 佐藤 楓汰

小山 涼介
マンドコロ リョウ 奈良県 ヤノ トシヤ 愛媛県

藤田 時輝 中山 颯太

ライト級
大橋 蓮 中山 慧大

中里 陽向 内構 良斗 梶原 嵐

オオハシ レン 愛知県 ナカヤマ ケイタ 佐賀県
川上 海音 渡辺 龍大 大関 潤

ライトウェルター級
原田 海舟 久保寺 啓太

星 大二郎 小森 勇典 金巻 昂樹

守屋 龍之介

ウェルター級
田中 空 黒田 虎之介

脇田 夢叶 増田 祐士 稲葉 翔

タナカ ソラ 神奈川県 クロダ トラノスケ

ハラダ カイシュウ 大阪府 クボデラ ケイタ 神奈川県
祝 聖哉 墨 亮多

広島県
小薮 力勢 中島　 鉄人 内村 源斗

ミドル級
鳥谷部 魁 黒部 竜聖

和田 岳大 中園 颯太 石井 百迅

ライトヘビー級
荒本 一成 若谷 豪

天井澤 一志 新田 隆人 田尻 真也

アラモト イッセイ 奈良県 ワカヤ ゴウ 愛媛県
大野 毅人 佐々木 巌 栗田　 琢郎

１位 ２位 ３位 ５位

須永 大護
トリヤベ カイ 岩手県 クロベ リュウセイ 北海道

瀬井 りゅう一 齋藤 夢胤

篠原　光 堀内　美沙紀 尾関　奈津美
フライ級

木下　鈴花 加藤　光
大澤　玲奈 立木　聖華 小川　葵

キノシタ　リンカ 鳥取県 カトウ　ヒカル 奈良県


